
一般演題プログラム 
【１日目】平成２５年１１月３０日（土） 

 
【口述発表Ⅰ】Ａ会場（コンベンションホール）                 １４：５０～１５：５０                                       

座長：関 公輔（岩手リハビリテーションセンター） 

Ⅰ‐１ 筋骨格系疾患に対するスリング・サスペンション療法の有効性  

弘前大学大学院 藤沼 弘幸 

Ⅰ‐２ 超音波を用いた大腿直筋筋内腱の形態観察  

秋田大学大学院 髙橋 裕介 

Ⅰ‐３ 野球肘における肘下がりの要因 

八戸整形外科 谷口  丈 

Ⅰ‐４ リーチ動作における上腕回旋角度の測定法と利き手、非利き手の比較  

桑野協立病院 遠藤 和博 

Ⅰ‐５ 膝窩部持続伸張が変形性膝関節症症例の歩行に与える影響について  

愛子整形外科 本間 秀文 

Ⅰ‐６ ストレッチング回数の違いによる治療効果への影響  

福島県立医科大学会津医療センター 小俣 純一 

【口述発表Ⅱ】Ｂ会場（中会議室）                       １４：５０～１５：５０                                       

座長：菅原 慶勇（市立秋田総合病院 ） 

Ⅱ‐１ 他職種連携と職員ストレスとの関連について  

東通地域医療センター 氣仙  裕 

Ⅱ‐２ 当院短時間通所リハビリテーションにおける E-SASの活用  

医療法人社団 脳健会 仙台リハビリテーション病院 今野 良紀 

Ⅱ‐３ 上腹部外科と下腹部外科手術前後における身体機能の推移  

大館市立総合病院 柏木 智一 

Ⅱ‐４ 当院のリハビリテーション対象者におけるサルコペニアの割合  

(一財)南東北福島病院 渡辺 知子 

Ⅱ‐５ 乳幼児呼吸器疾患患者における呼吸音解析の有用性  

黒石市国民健康保険 黒石病院 佐藤 香吏 

Ⅱ‐６ COPD患者における呼吸困難と肺機能検査の検討  

東北文化学園大学 高橋 一揮 

【ポスター発表Ａ】Ｃ会場（多目的ホール）                   １３：４０～１４：４０                                     

座長：鈴木 誠（東北文化学園大学） 

Ａ‐１ 足趾トレーニング効果の持続性について  

医療法人晃生会 近藤医院 堂田 章一 

Ａ‐２ 足把持筋力および体幹筋力の強化が動的姿勢制御能力に与える影響  

青森社会福祉振興団 みちのくクリニック 成田 栄司 

Ａ‐３ 足底への感覚入力が立位バランスにおよぼす影響  

公立高畠病院 三沢 育恵 

Ａ‐４ シンスプリント用装具の治療コストについて  

青森県立保健大学 三浦 雅史 

Ａ‐５ ダイナミックストレッチングの即時効果に関する検討  

医療法人整友会弘前記念病院 藤林 直樹 

Ａ‐６ 胸部柔軟性評価 Ott testの信頼性の検証  

福島県立医科大学会津医療センター 遠藤 浩一 

【ポスター発表Ｂ】Ｃ会場（多目的ホール）                   １３：４０～１４：４０  

座長：畠山 和利（秋田大学医学部附属病院） 

Ｂ‐１ 見逃されていた筋、膝関節筋の加齢による機能の変化  
秋田大学大学院 齊藤  明 

Ｂ‐２ 人工股関節置換術後早期における機能的移動能力に関連する身体機能的因子について  
医療法人 松田会 松田病院 横山 寛子  

Ｂ‐３ 高齢な大腿骨近位部骨折患者における退院時歩行機能へ影響する因子  
弘前大学大学院 対馬 栄輝 

Ｂ‐４ 大腿骨頚部骨折患者に対する CS-5 の有用性についての検討  
北福島医療センター 大戸 明文 

Ｂ‐５ 義足歩行の遊脚期における股関節の運動学的分析  
東北文化学園大学 西山  徹 

Ｂ‐６ デジタル画像上の距離測定における信頼性の検討  
青森県立保健大学大学院 山根 鉄平 



一般演題プログラム 
【１日目】平成２５年１１月３０日（土） 

 

【ポスター発表Ｃ】Ｃ会場（多目的ホール）                   １３：４０～１４：４０ 

座長：横塚 美恵子（東北文化学園大学） 
Ｃ‐１ 超音波照射が疼痛閾値に与える影響  

郡山健康科学専門学校 森下 勝行 
Ｃ‐２ 複数筋群に対する電気刺激治療の効果  

大泉記念病院 阿部 勝彦 
Ｃ‐３ 組織硬度計を用いた痙縮筋硬度測定値と痙縮評価尺度との関係  

郡山健康科学専門学校 諸角 一記 
Ｃ‐４ 膝関節伸展運動時の大腿直筋・内側広筋の電気力学的遅延の差について  

弘前大学大学院 小玉 裕治 
Ｃ‐５ 肩・腰への外力に対する腓腹筋の活動開始時間と筋反応時間の関連について  

鳴海病院 石田 水里  
Ｃ‐６ ストレッチングの前処置として神経筋電気刺激(NMES)は有効か？  

青森保健生活協同組合 あおもり協立病院 佐藤 結衣 
【ポスター発表Ｄ】Ｃ会場（多目的ホール）                   １３：４０～１４：４０ 

座長：米沢 勇悦（岩手医科大学付属 花巻温泉病院 ） 
Ｄ‐１ 最大一歩幅と下肢筋力およびバランス能力との関連について  

東北福祉大学 相馬 正之 
Ｄ‐２ 姿勢の違いが四つ這いトレーニングに及ぼす影響  

福島県立医科大学会津医療センター 小俣 純一 
Ｄ‐３ 下衣の着脱動作における下肢荷重率と立位体幹動作分析  

いわてリハビリテーションセンター 寺田 汐里 
Ｄ‐４ 腹筋群の筋疲労が立位重心動揺に及ぼす影響について  

津軽保健生活協同組合 健生病院 木村 敏行 
Ｄ‐５ 起き上がり動作における上部体幹の影響  

いわてリハビリテーションセンター 高橋 晋平 
Ｄ‐６ レバーアームが膝伸展トルクに及ぼす影響 

北福島医療センター 西山 和貴 
【ポスター発表Ｅ】Ｃ会場（多目的ホール）                   １３：４０～１４：４０ 

座長：芝崎 淳（総合南東北病院） 
Ｅ‐１ 回復期被殻出血患者の運動機能・生活機能の予後についての検証  

医療法人社団 三成会 南東北春日リハビリテーション病院 齋藤 頼亮 
Ｅ‐２ 脳卒中患者の包括的バランス能力に関する病期別検討について  

弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 村上  緑 
Ｅ‐３ 脳卒中患者におけるトイレ動作自立に必要なバランス能力  

北福島医療センター 佐藤 惇史 
Ｅ‐４ 脳卒中患者の歩行自立決定因に関する病期別検討  

弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 齊藤 成美 
Ｅ‐５ 回復期における脳卒中患者の転帰先予測に影響する因子の追跡調査  

医療法人社団 三成会 南東北春日リハビリテーション病院 水野 朋章 
Ｅ‐６ 脳卒中片麻痺患者における TUG 方向転換動作の検討  

総合リハビリ美保野病院 林  裕樹 
【ポスター発表Ｆ】Ｃ会場（多目的ホール）                   １３：４０～１４：４０ 

座長：荻原 久佳（郡山健康科学専門学校） 
Ｆ‐１ 二次予防事業対象者における片脚立ち保持時間測定の意義  

（一財）総合南東北病院 室井 宏育 
Ｆ‐２ 高齢者の転倒骨折予防のためのエプロン式ヒッププロテクターの開発  

国立病院機構米沢病院 田中 稔泰 
Ｆ‐３ 心理的要因により痛みが変化する一症例  

公益財団法人星総合病院付属 介護老人保健施設オリオン 布施 貴雄 
Ｆ‐４ 体重減少を認めた外来患者に対しての栄養評価と運動指導が効果的であった一症例  

（一財）総合南東北病院 折内 英則 
Ｆ‐５ 訪問リハにて呼吸リハを実施した慢性閉塞性肺疾患患者の継続期間及び転帰の調査  

医療法人 杉の子会 須藤内科クリニック 岩村 和幸 
Ｆ‐６ 震災後岩手県大船渡市における認知症に対する巡回型デイケアの効果  

仙台市太白障害者福祉センター 三浦 秀幸 



一般演題プログラム 
【１日目】平成２５年１１月３０日（土） 

 

【ポスター発表Ｇ】Ｃ会場（多目的ホール）                   １３：４０～１４：４０ 
座長：斎木 しゅう子（東北福祉大学） 

Ｇ‐１ 高齢心疾患患者の運動耐容能指標と年齢との関連性について  
（一財）総合南東北病院 舟見 敬成 

Ｇ‐２ 高齢弁膜症患者の術後リハビリテーション進行に影響する術前因子の検討  
（一財）総合南東北病院 佐藤 聡見 

Ｇ‐３ 呼吸器外科手術に対して、呼吸リハビリテーションが及ぼす影響  
独立行政法人労働者健康福祉機構 福島労災病院 佐藤 勇輔 

Ｇ‐４ 心不全患者の再入院と FIM（機能的自立度評価）の関連性についての調査研究  
一般財団法人 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 笹本 雄一朗 

Ｇ‐５ 食道癌患者における術後リハビリテーションプログラム改定の影響  
岩手医科大学附属病院 本田 貴博 

Ｇ‐６ 脊髄損傷者への MI-E 適用における安全性の検討  
東北文化学園大学 本間 里美 

【ポスター発表Ｈ】Ｃ会場（多目的ホール）                   １３：４０～１４：４０ 
座長：田中 結貴（岩手県立中央病院 ） 

Ｈ‐１ 持続的な聴覚刺激が下肢脊髄興奮準位に与える影響  
介護付有料老人ホームシルバーレジデンス孔輪閣 古川 勉寛 

Ｈ‐２ 反復性経頭蓋磁気刺激による下肢運動野刺激の検討  
秋田大学医学部附属病院 渡邉 基起 

Ｈ‐３ 常圧高酸素環境下でのリカバリーは局所筋疲労の回復に有効か？  
郡山健康科学専門学校 横井 悠加 

Ｈ‐４ 自転車運動中の色彩入力刺激が呼吸循環機能に与える影響  
公立高畠病院 難波 樹央 

Ｈ‐５ 2 種類の教示を提示する順序が運動学習へ与える影響  
東北文化学園大学大学院 鈴木 博人 

Ｈ‐６ 円背を有する高齢者を対象としたハンドヘルドダイナモメーターを用いた体幹伸展筋力測定法の検討  
福島県立医科大学会津医療センター 遠藤 達矢 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



一般演題プログラム 
【２日目】平成２５年１２月１日（日） 

 
【口述発表Ⅲ】Ａ会場（コンベンションホール）                 １１：２０～１２：２０ 

座長：藤田 俊文（弘前大学大学院 ） 
Ⅲ‐１ 健常高齢者との比較からみた在宅パーキンソン病患者の身体機能と活動状況の特徴  

東北福祉大学 中江 秀幸 
Ⅲ‐２ 脳卒中片麻痺者における麻痺側最大荷重率の信頼性と歩行・身体機能との関連について  

医療法人社団 三成会 南東北春日リハビリテーション病院 五十嵐 誠 
Ⅲ‐３ 脳卒中患者に対する歩行観察の信頼性  

弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 奈川 英美 
Ⅲ‐４ Subject visual verticality の偏倚は contraversive pushing の改善に影響を及ぼすのか？  

一般財団法人 広南会 広南病院 辻本 直秀  
Ⅲ‐５ 進行性脳梗塞の特徴と早期離床  

公益財団法人 星総合病院 竹内 玄徳 
Ⅲ‐６ 急性期での促通反復療法の効果  

医療法人社団 新生会 南東北新生病院 添田 健仁 
【口述発表Ⅳ】Ｂ会場（中会議室）                       １１：２０～１２：２０ 

座長：石田 水里（弘前中央病院） 
Ⅳ‐１ デジタルビデオカメラ画像を用いた矢状面上の歩行分析における膝関節角度測定の信頼性について 

大里脳神経リハビリテーションクリニック 関  裕也 
Ⅳ‐２ 健常者におけるベッド上での起き上がり動作の研究  

東北文化学園大学大学院 樋口 朝美 
Ⅳ‐３ 椅子からの立ち上がり動作における主観的立ち上がりやすさと筋活動量・動作時間との関係について  

弘前大学大学院 伊藤  翼 
Ⅳ‐４ 前胸部柔軟性テストと肩甲帯可動性との関連  

竹田綜合病院 小野 健太 
Ⅳ‐５ 超音波照射が関節可動域と伸張痛に与える影響  

郡山健康科学専門学校 森下 勝行 
Ⅳ‐６ 腹筋群電気刺激による寝たきり老人の咳嗽力補助に関する基礎的研究  

山形県立保健医療大学 伊橋 光二 
【ポスター発表Ｉ】Ｃ会場（多目的ホール）                   １０：１０～１１：１０ 

座長：村木 孝行（東北大学病院） 
Ｉ‐１ 高校野球選手の肘関節障害の実態  

いわき市立総合磐城共立病院 天野 広泰 

Ｉ‐２ 当院における肩腱板断裂術後の実態調査  

竹田綜合病院 鈴木 宏奈 

Ｉ‐３ 福島県における高校野球メディカルサポート事業  

福島県理学療法士会 メディカルサポートチーム 高田 和秀 

Ｉ‐４ 肩甲帯ポジションの違いによる肩甲帯屈曲筋力の差異  

東北文化学園大学 田中 直樹  

Ｉ‐５ ハンドヘルドダイナモメーターを用いた徒手固定とプルセンサーベルト固定による肩関節内外旋筋力の

検者間再現性  

いわき市立総合磐城共立病院 小泉 康之 

【ポスター発表Ｊ】Ｃ会場（多目的ホール）                   １０：１０～１１：１０ 
座長：鈴木 克彦（山形県立保健医療大学） 

Ｊ‐１ 特異的腰痛患者における罹患椎間と症状の関係性 
盛岡友愛病院 遠藤  信 

Ｊ‐２ 日本整形外科学会頸部脊髄症評価質問票（JOACMEQ）に対する下肢機能、ADL、疼痛・しびれの関係 
大館市立総合病院 石川 大瑛 

Ｊ‐３ 自律神経失調様症状を緩和できた症例について  
公益財団法人星総合病院 大柄  亨  

Ｊ‐４ 訓練中に血管迷走神経反応を発症した一症例  
盛岡赤十字病院 川崎 真吾 

Ｊ‐５ Tergumed@700 を用いた体幹可動域および筋力測定の基礎データの検証  
福島県立医科大学会津医療センター 小俣 純一 

Ｊ‐６ 座位での体幹筋力測定法の検討  
福島県立医科大学会津医療センター 遠藤 達矢 

 



一般演題プログラム 
【２日目】平成２５年１２月１日（日） 

 

【ポスター発表Ｋ】Ｃ会場（多目的ホール）                   １０：１０～１１：１０ 
座長：室井 宏育（総合南東北病院） 

Ｋ‐１ 股関節及び足関節の関節可動域計測の信頼性  
ながおさ整形外科クリニック 川崎 永大 

Ｋ‐２ 参考角度提示板(Reference Angle Board)を用いた関節可動域検査の試み 
医療法人社団 広安会 愛子整形外科 栗村 竜也 

Ｋ‐３ HHD を用いた体幹回旋筋力測定の信頼性と筋電図学的検討  
福島県立医科大学会津医療センター 鶴見 麻里子 

Ｋ‐４ 当院入院患者に対する下肢荷重力練習の効果  
医療法人 常磐会 いわき湯本病院 荻津  明 

Ｋ‐５ 運動と人工炭酸泉シャワーの併用が臀部周囲の皮下脂肪厚と体脂肪率に及ぼす影響  
市立秋田総合病院 柴田 和幸 

Ｋ‐６ キセノン光の星状神経節近傍照射に伴う上肢骨格筋血流動態に関する検討  
医療法人 整友会 弘前記念病院 前田 貴哉 

【ポスター発表Ｌ】Ｃ会場（多目的ホール）                   １０：１０～１１：１０ 
座長：蔵品 利江（総合南東北病院） 

Ｌ‐１ 脳卒中片麻痺者における上肢懸垂用肩関節装具 Omo Neurexa 装着後の歩行介助量軽減の背景因子 
一般財団法人 広南会 広南病院 大橋 信義 

Ｌ‐２ 脳梗塞による片麻痺患者の上腕二頭筋への A 型ボツリヌス毒素が全身に及ぼす影響について 
いわき市立総合磐城共立病院 東條 正義 

Ｌ‐３ 脳卒中片麻痺患者の麻痺側上肢末梢循環動態に関する横断的検討  
弘前大学大学院 照井 駿明 

Ｌ‐４ 症例検討(脳卒中後遺症者）における臨床推論過程  
栃内第二病院 高橋 和大  

Ｌ‐５ パーキンソン病の方向変換動作における頚部―体幹の回旋運動の特徴について  
国民健康保険 板柳中央病院 工藤 寿子 

Ｌ‐６ 脳卒中片麻痺者に対する免荷式歩行器を利用した歩行練習の即自的効果  
（一財）南東北福島病院 添田 英二 

【ポスター発表Ｍ】Ｃ会場（多目的ホール）                   １０：１０～１１：１０ 
座長：遠藤 武秀（山形済生病院） 

Ｍ‐１ 日本語版努力－報酬不均衡モデル調査票を用いた臨床実習指導者へのフィードバックの効果 
医療法人社団 新生会 南東北新生病院 添田 健仁 

Ｍ‐２ 本理学療法学生における理学療法士の将来像と職業決定意識の学年別比較  
東北メディカル学院 中村 あゆみ 

Ｍ‐３ （一社）福島県理学療法士会の組織運営に対する県士会及び支部役員の意識調査 
（一社）福島県理学療法士会 活性化委員会 本田 知久 

Ｍ‐４ 医療イベント対策班の活動と効果 
(一財)南東北福島病院 佐藤 亮太 

Ｍ‐５ 避難所を想定した睡眠における筋硬度と入眠感への影響について  
東北福祉大学 田邊 素子 

Ｍ‐６ 東日本大震災のマンパワー減少とその後の急激なスタッフ増加に対する当院の取り組み  
南相馬市立総合病院 山本 喜文 

【ポスター発表Ｎ】Ｃ会場（多目的ホール）                   １０：１０～１１：１０ 
座長：赤塚 清矢（山形県立保健医療大学） 

Ｎ‐１ 多職種の関わりにより自宅退院が可能となった一症例  
東八幡平病院 高橋 哲也 

Ｎ‐２ 運動療法と栄養療法を併用した介入が有効であった在宅症例  
(一財)総合南東北病院 千葉 一平 

Ｎ‐３ 特別支援教育における理学療法士の役割  
東北文化学園大学 吉田 忠義 

Ｎ‐４ 地域在住高齢者における主観的 QOL の関連因子  
北福島医療センター 富樫  結  

Ｎ‐５ 当院通所リハビリ利用者における主観的 QOL に影響を及ぼす要因  
総合南東北病院通所リハビリテーション 武田  哲 

Ｎ‐６ 本人の望む動作への意識変化が在宅復帰のきっかけとなった一症例  
盛岡友愛病院 志田  肇 
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【ポスター発表Ｏ】Ｃ会場（多目的ホール）                   １０：１０～１１：１０ 
座長：蛯名 葉月（梁川病院） 

Ｏ‐１ 背臥位と端座位での呼吸機能の差異  
竹田綜合病院 布施 陽介 

Ｏ‐２ 姿勢の相違による換気量について  
いわき市立総合磐城共立病院 須田 千寿 

Ｏ‐３ 胸郭拡張差を吸気成分と呼気成分に分けて測定する方法の検討  
いわてリハビリテーションセンター 佐藤 英雄 

Ｏ‐４ 当院リハビリテーション部における喀痰吸引実施の導入  
社団医療法人 養生会 かしま病院 齋藤 弥生 

Ｏ‐５ 訪問リハでの寝たきり患者に対する外出支援  
医療法人 杉の子会 須藤内科クリニック 橫田 久孝 

Ｏ‐６ 本人・家族の希望実現に至った胃癌多発骨転移の一症例  
（一財）総合南東北病院 篠原 弥生 

【ポスター発表Ｐ】Ｃ会場（多目的ホール）                   １０：１０～１１：１０ 
座長：神先 秀人（山形県立保健医療大学） 

Ｐ‐１ 生活期脳卒中片麻痺者に対する HONDA 製歩行アシスト介入の試み 第一報  
医療法人社団 三成会 南東北春日リハビリテーション病院 平野 雄三 

Ｐ‐２ 生活期脳卒中片麻痺者に対する HONDA 製歩行アシスト介入の試み 第二報  
医療法人社団 三成会 南東北春日リハビリテーション病院 本間 一成 

Ｐ‐３ HAL®が脳出血後遺症患者の活動性に影響を与えた一症例  
磐梯町保健医療福祉センター 本間 智子 

Ｐ‐４ ロコモティブシンドローム陽性要因の検討  
盛岡市立病院 滝村  薫 

Ｐ‐５ 後方歩行と運動機能，パフォーマンス，移動能力およびバランス能力との関連性  
飯塚病院附属 有隣病院 田部 武弘 

Ｐ‐６ 介護予防事業における転倒恐怖感の改善効果  
公立高畠病院 後藤 友希 

 


